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とうとう就活本番

ＢｔｏＢ企業って面白い！

識技術を完成車メーカーに

提供して共同開発している

ということを知った。最近

ＣＭでやっているあの機能

ず、十分な、論文内容を深 それまでに学生同士で十分 ＫｏＲｏ研究会などで既に イルを渡すので、リクエス てから３ヶ月が経ち、多く

年卒の就活が解禁され

切り替えて次の企業の選考 なかった企業の製品や技術

んでいても仕方ないので、 ものの中にはこれまで知ら

があったのだろう。落ち込 に、普段世話になっている

だが、なにかダメなところ なかったらしい。このよう

はこの企業なしには生まれ

めることができるようにと な準備をするように指示し 研究内容を見てもらってい トをしていただきたい。ま の企業が個別の説明会を開
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今年度は、２月 日に卒

考えていたが、結局は例年 た。こちらの目論みについ たものが多かったので、ス た、
可能なものについては、 始した。私は現在修士１年
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当日はまれにみる大雪で、

15

業研究の発表会があった。

田中研新聞

卒研発表会無事終了
はなく、安心した。

電車の遅れなども想像され
たが、発表に影響した学生

らず、まずまず満足できる 日までに卒論ＣＤを配布す る。少しでも興味を持った

多数あり、私の目論みが十 表方法について既に完成の 表は堂々としており、原稿 もしれない。さらに、当研 後悔しないように積極的に

通り、発表会直前にようや ては功を奏し、私が１回聞 ムーズに進んだ。７分を大 今後研究を継続したり、学 なので、３回生同様就活生
く論文が仕上がった学生が いたときには発表時間、発 きく超えるものもなく、発 会発表を行うものもあるか であり、これからの人生で

る。特にＢｔｏＢ系は面白 と思い調べていけば、今ま

トをやりたいと考えて い の企業が作ったんだろう」

は製造業で、組み込みソフ のに対して、「これはどこ

に全力を尽くしたい。
がたくさん詰め込まれてい
私が主に志望しているの る。何気なく使っているも

は残念であった。発表練習 らの参考になった。

業の製品が使われているこ

私が企業を選ぶ基準は、

で、思わぬところにその企 会いがあるかもしれない。

く、目的の事業以外の説明 で知らなかった企業との出

高レベルのものとはいえな まるものである。このレベ 明会は２月末時点で 社に

と知ることがある。例えば 一般の認知度が高いことよ

月頃に 行 まで増えた。企業によって

ペットボトルを出すよう言 関わった製品により、日本
われた。キャップ部分に書 国民のみならず世界中の人

いが、他の研究室の発表と ルの発表会を

いている賞味期限を印字す 々の生活を変えることがで

カーだと、説明の途中 で 大きいことである。自分が

なお、卒論のタイトルは田 研究を社会に出せるものに ラッシュで胃が痛くなるの
中のホームページに記載し 仕上げることができると思 も時間の問題かもしれ な

るプリンターの殆どをその きれば痛快だ。忙しい中研

最近行った産業機器メ ー りも世間に与える影響力が

ている。論文は外部の方に われ、来年度は是非そうい い。ちなみに私は説明会、

メーカーが作っているとの 究も進めないといけな い

比較すれば、かなり準備が い、その後、研究を深める はすでに面接も始まってい

は基本的には非公開である う形を目指したいと思って グループワーク、個人面接

ことだった。ほかにも自動 が、頑張ってすべて自分の

業に行ったときは、画像認 思う。

車システムを作っている企 納得がいく形で終えたいと

から岡山大学工学部情報工 ら顕著になっており、工学 のプライドがあるのか 、

ＩＩＡＳＡから帰ってき のワークステーションだっ がっていた。
た次の年度（平成２年度） た。その流れは８０年代か
所属学科では情報工学科

ネットは赴任当時からつな

に記憶している。インター

ルトだが、当時はＮＥＣの によく使われていた。不思

ならＷｏｒｄがほぼデフォ 置いていたパソコンが非常

られなかった。論文以外の ンとして復活してくる。あ
一般の文書を作るのに、今 る時期、学生研究室に１台

はＬａＴｅＸ以外には考え ても再び我々の主要なマシ

論などの技術文書を作るの 契機として、研究室におい

（大畔裕）

ころである。面接はそんな

にお祈りメールを頂いたと

が、要望がある場合はファ いる。

私のコンピュータ体験史

学科に助教授として赴任し 部の中では当たり前だった メールサーバーはそれぞれ

た。ワークステーションで 専門書の輪読の準備のため

郎を使う人が結構多か っ に聞くと、英語で書かれた

はＷｏｒｄも一太郎も使え にパソコンの搭載するＯＣ

パソコンで主流だった一太 議に思い、その理由を学生

研究を行う谷野教授（現在 究をしたりしながら計算は コンピュータも、ファイル

た。研究室名は「計画情報 ようだが、経営学の短大に の研究室の中で立てること

大阪大学）、途中から若佐 大型計算機に頼ってきた私 サーバーを研究室の中に設

ず、ＬａＴｅＸを使って文 Ｒと翻訳ソフトが引っ張り

験などを担当することを要 シリーズの時代は終わり、 の管理するネットワークシ

クス法のプログラミング実 た。当時、ＮＥＣ９８００ 研究室ごとに情教センター

化の理論的研究者であり、 研究室の助教授になったも も使えるようにしなければ
私も、赴任早々、シンプレ のだから、私は大いに慌て ならなかった。要するに、

るのに、数十秒以上かかっ

である。画像を１枚表示す 行っていた。

閲覧する時代が到来したの ンや大型計算機を用い て

により、インターネットを 算はまだワークステーショ

というｗｗｗブラウザ が て学生に一人１台使わ せ
ネットで提供された。これ た。いろいろな科学技術計

ほどなく、Ｍｏｓａｉｃ 後、パソコンをＸ端末とし

だこだったのである。その

助手
（現在山口大学准教授） は、その流れには完全に乗 け、研究室内で数台あった

書を作る人が多かった。

請された。この研究室にい コンピュータはＵＮＩＸ搭 ステムのようなＬＡＮ を

ようになってきていた。わ ログラムを作るというスタ

また、その期間中に何冊か でいろいろなソフトが動く ｃｓを使って、Ｃ言語でプ

ングの専門家を目指した。 Ｓ―ＤＯＳが動き、その上 プログラミングは、Ｅｍａ

え、ソフトコンピューティ いた。ＩＢＭ互換機ではＭ ソフトは限定されていた。

ム、ファジィ理論などを覚 というものに置き換わって はＸ端末はあったが、使う

ワーク、遺伝的アルゴリズ ａｃそして、ＩＢＭ互換機 ごとにコンピュータあるい

ュータとしてその間生き延 る。（次号へ続く）
び、Ｗｉｎｄｏｗｓ９５を
（田中雅博）

ンは個人ユースのコン ピ ことをはっきり覚えて い

ンダードとなった。パソコ ように、強く指導していた

ブラウザのデファクトスタ こに日本語文字を使わない

ｅに置き換わり、当分の間 することが非常に多く、そ

ｓａｉｃはＮｅｔｓｃａｐ ｕｂｊｅｃｔ）が文字化け

ていたのを思い出す。Ｍｏ ら使えたが、「件名」（ｓ

専門書を執筆した。

当時、研究室のコン ピ たしは、ＥＰＳＯＮのパソ イルが基本であった。Ｌａ
ュータといえば、ＵＮＩＸ コンをよく使っていたよう ＴｅＸは当時からあり、卒

電子メールは赴任当時か

る間に、ニューラルネット 載ワークステーション、Ｍ 持っていた。研究室の学生

を行った。谷野教授は最適 だ助手が採用されていない 末のどれにＬＯＧＩＮして

と一緒に学生の指導と研究 り遅れた。そんな私が、ま ワークステーションやＸ端

工学研究室」で、最適化の いたり、応用数学の理論研 になっており、学生が使う

第５回 岡山大学時代

に悪くはなかったと思うの

（田中雅博） と３回も名古屋に行ったの

できているほうであった。 ことができればそれぞれの るところがあり、結果連絡

10

当研究室からは、４回生
８名が全員発表を行った。
については、私が見るのを

本来、研究はここから始 しているので、参加した説

当研究室の発表について ものだった。内容的には学 るべく、準備中である。

今年度は論文の初稿を 月

敢えて本番の２日前とし、 は、
和田先生が司会であり、 生の卒論発表として決して

23

として、直前にばたばたせ

企業は欠かさずエントリー

分伝わっていなかったこと 域に達しており、来年度か を手に持っている学生もお 究室の学生には、卒業式の 活動しているところで あ

14

12

研究室の大掃除

ずなので、苦労した甲斐は
ほかには３点、変更点が

あったと思いたい。

卒業
業す
する
る４
４回
回生
生よ
より
り
卒

に恵まれて何とか頑張って

田中研究室に入ってもう１ 「レッチリ」「ストレイテ

也

年と半年も経つのかと思う ナー」「東京事変」の曲を

竜

と時が過ぎるのはとても早 コピーしたことは思い出と

原

４回生になれた気がし ま

藤

今まで大変有難うござい す。４回生になって研究内

し、北西の島

ベッドが西の壁際に移 動

以外は研究室を去って、そ 大学院での生活や今後の社 と思いますが、研究室で学 ままやっていけるやろうか

た。これからは進学予定者 るけどもその反省と後悔を したことの多くは使わない た。４回生になってもこの

を終えることができま し 残して心残りな点も多々あ 業につくため研究室で勉強 に携わる内容となりま し

に泊まり込んだこともあり ような人間になりたいのか
ました。そんなことも今と を考える機会が増えま し

験がうまく行かず、ゼミ室 り、これからの将来、どの

したが、後半になると、実 ていただく機会が多々 あ

ダラと卒業研究をしていま 社の社員さんとお話しさせ

かなるとか思いながらダラ ですが、就活では様々な会

４回生の就活と卒業研究

がやや東に移

なります。そこで、せっか たいと思っています。大学 識などはどのような仕事で でも、進めないことには話

れぞれ違う道に進むことに 会での活動に活かしていき んだ礼儀やマナー、一般常 不安でしかなかったです。

なっては良い思い出になっ た。卒業研究は成功するた

々なことを身につけて卒業 す。後期に入って自分の都

悲惨なことになりますよ・ 年、 年後にいい思いで話

ラと過ごしていると後半が

分の卒業研究を行ってほし るもがあるとは思ってもい

まだ時間があるし、なんと

動した。これ

（大畔裕） 中研究室にくる後輩に色々 を学ばせていただいた田中 わかってなかったです。で

くなので最後に４回生全員 生時代に院生の方々のお世 も使っていくことになると にならなくて、やっていっ
に書いてもらうことにしま 話になった分、次年度の田 思います。そういったこと たがまぁーどうしていいか

いと感じます。最初はまだ して強く残っています。

も卒論発表会が終わっ
で通路が通り

した。

ています。このようなこと めにどのように努力すれば

研究成果に関してはやり ました。次は住宅販売の営 容はＫｏＲｏプロジェクト

た翌週の２月 日に、
やすくなった
はずだが、と

にならないように、今の３ いいのかを、多くの時間を

なんとか全員が卒業研究

研究室の大掃除を行っ

りあえずは様

と助言やアドバイスなどが 先生には大変感謝をしてお もその時に田中先生や院生

ある。１つ目はソファ ー

た。埃をかぶった机や
汚れた水回りはもちろ

できるように日々何かしら ります。また、これから４ の方々にアドバイスをいた

て、その計画に基づいて自 趣味以外でこれほど没頭す

回生は早くから計画を立て かけて考えさせられ、私の

いろいろ変更しました

んのこと、今回は以前
子見である。

新しい目標を持ち、その目 回生になり研究をしていく だいて、なんとか進めてい

毎年恒例だが、今年

から気になっていた、
２つ目はファ

この１年間はとても長く 標に向かって努力すること 人たちも研究室で学ぶこと く方向が見えてきたのが前

合でゼミに行ける回数が少

太

イルサーバー

濃いモノだったと思い ま が大学院に対しての目標の は勉強だけではないので様 期だったような気がし ま

なくなって、１週間の間に

良

床下の配線の整理を決
。これまで長

す。何度も研究を繰り返し １つだと考えています。

してください。

・・。そんなことはさてお のネタになっているでしょ
き、卒業研究で得たものは う。

内

行することになった。
い間、田中研
究室ではＰｉ
完成度の高いシステムを田

たくさんあると思いま す

荒

置（机の長辺を南北に

掃除前は、昔の机の配
並べていた）に合わせ
ｏｎｅと名付

ほぼ前回と課題が変わって
いないこともありました。
４年生の４月から２月

このような思い出は

研究室対外活動予定

するのは面倒だったので、 とか整理を終えた頃には完

ることになった。床下の様 外すのも少し無理な体勢で

この際明らかにして整理す ればならないし、留め具を

からない状態だったので、 リートの蓋を持ち上げなけ

通っているのか、誰にもわ 下を開くためにはコン ク

ている以外は問題がないこ

ｗｉはＵＳＢポートが壊れ

が悪いことがあるが、Ｋｉ

た。Ｋｉｗｉ２は度々調子

らにＫｉｗｉに変更さ れ

ｉｗｉ２に変更し、今回さ

ただいた事感謝してい ま 試行錯誤が多く挫ける時も たが、何とか完成に持ち込

をさいて論文の添削してい でありました。研究自体は 究が滞った時期がありまし

の研究があるなかで、時間 年間の中で中々なく、新鮮 す。途中、胃潰瘍になり研

教授や院生の方々には自身 を繰り返すのは大学生活４ まあの出来だったと思いま

る事だと思いました。田中 かってひたすらに試行錯誤 せんが、自分としてはまあ

ときは嬉しくやりがいのあ

らったり、問題が発生して

やろや！って励まして も

同期の奴らに頑張ってはよ

て集中力が切れていたら、

つもりです。全然進まなく

をどのように解決していく

で問題を発見し、その問題 行（福岡）

いていくのではなく、自分

先生に与えられた課題を解 発表

思っています。卒業研究は 授と郭君、ＮＣＳＰで論文

３月１日～２日：田中教

10

いです。私みたいにダラダ ませんでした。

て配線しており、今の

山

その時に田中先生からの喝

が、私の中では「自分で考

介

中教授やゼミ生の意見を聞

卒業研究が終わり、４年

える力」というものを一番

陽

いて参考にし作り上げてい
くのは根気がいる大変なこ

をいただいたり、院生の方

身に付けることができたと

井

けられたＰＣ

とでした。しかし、自分で 日まで研究の手助けをして

々からはアドバイスをいた

藤

配置だと、椅子のある

て使用してい

を フ ァ イル
サーバーとし

考えた動作をシステムに埋 くれた皆様、色々とありが 間の大学生活も終わりに近

だいて何とかやっていった

大

場所からケーブルが出
ていて引っかかる の

づいています。研究は他人

20

子を複数人で共有して作業 行わなければならず、なん

自分の決めた目標に 向 が見てどう思うか分かりま

智

で、
とても邪魔だった。
たのを、昨年

め込み、想定通りに動いた とうございました。

上

また、ＬＡＮケーブル
に暫定的にＫ

17

が床下をどのよう に

14

11

３月 日～ 日：ゼミ旅

10

業、かなり体に堪える。床 やすい配線になっているは

ケーブル整理の作業の多く 全にくたびれてしまってい
は私が行った。だがこの作 た。結果的には前より使い

断し、変更に至った。３つ

とから、ファイルサーバー
として使うのに最適だと判

学生生活を過ごして下 さ 書きます。

いますので、田中研究室で

ますが有意義で悔いのない らないゼミの思い出を１つ 上に厳しいものであると思

追われる日々が続くと思い １年を振り返り、私しか知 くということは卒業研究以

す。来年度４回生になる方 ありましたが今思えばいい めたことは良かったです。
々は就職活動と卒業研究に 思い出です。そんな新鮮な 社会人になり仕事をしてい

間に新しい年が来て、Ｋｏ

なをしていたらあっという

てこれました。そんなこん

改善策を一緒に考えて も
らったりしてなんとかやっ

しょうか。これから社会人

験はなかったのではないで

生において、このような経 田中教授が基調講演

のか自分で考えなければい 大学合同ロボット・コンピ
けません。私の今までの人 ュータビジョン研究会で、

宣

目はメッセージを表示でき

章

るディスプレイの設置だ。

谷

い。

いるディスプレイだが、田
中教授からのメッセージを
表示する機能も兼ねること

一番記憶に残っているの 得たものを４月からも活か

成とか発表準備とか一瞬で

ジュメ作成とか卒業論文作

Ｒｏ発表の２回目とか、レ

ます。田中先生、院生の先

を活かしていきたいと思い

になるにあたり、この経験

３月 日：卒業式

はゼミで隣に座っていた山 していきたいと思います。

輩方、そして同回生のみん 月となりました。現４回生

やっていけるかな。」とい

なんかアクティブっぽい連
中が入ってきたぞ。うまく

をしたとき実は「やべえ、

今年度も残すところ

編
編
編 集
集
集
集
集 後
後
後
後 記
記
記
記
編
編
編
集
集
集
後
後
記
記
本君です。彼は 分黙った 田中先生、そして研究室の

駆け抜けてきた気がし ま

いました。

な、本当にありがとうござ がゼミ配属されて顔合わせ

ヶ
ら死んでしまうのかキ ー 皆さん、ありがとうござい

表して達成感やら解放感が

大

す。それで、２月 日に発
３回生後期から４回生の ボードを叩きながらよく自 ました。

光

終わりまでの約１年半、院 作の歌を歌っていました。

下

中教授の部屋から遠隔で書

山

樹

大学生活を終えるに あ うことを考えていました。

一

たって１～３回生の間は軽 あのときのことなんてすっ

岡

ました。また同回のみんな 非常に性質が悪かった で ほっと安心したというかな います。なので田中先生、

音楽部の活動、４回生は就 かり忘れていましたが、ふ

吉

とも食事に行ったり、談笑 す。度合いで言うと、物覚 んか研究室に戻るなり叫ん 院生の方々、同期のみんな

ありました。また、自分一
人ではおそらく発表する段
点が多く、これまで以上に

したり、夜遅くまで卒論を えが悪い私が自然と口ずさ だ覚えがあります。とにか には大変お世話になりまし

まず、発表が終わっ て 階にも行ってなかったと思
便利な環境になったのでは

活と卒業研究が思い出とし と思い出してとても懐かし

発表会を終えることができ しっかり残る声で歌うので

ないかと思う。長い時間使

書いたりと苦しいことや楽 んでしまうほど繰り返 し く、長かったですが達成感 た。とりあえずしんどかっ

次回は先生と郭さんの学

く感じています。

おそらく、１００曲以上だ 集していますのでよろしく
と思います。その中で も お願いします。（大畔裕）

ました。コピーした曲数は いてくださる方は、随時募

ろいろな曲をコピーしてき り上げます。他に記事を書

すが、１～３回生の間でい 会発表や卒業式について取

まず軽音楽部での活動で

う部屋だからこそ、改善す

思っています。これからは ていたのでしょう。次の４ すと正直、３回生の時に配 うございました！

て強く残っています。

それぞれ別れてしまうこと 年生にこんな不思議人がい 属されてプログラミングな

己

しい時間を共に過ごせてと 歌っていました。彼はきっ のようなもが自分なり に たですが何かは得られたよ
れから１年間この部屋を使

智

う新４回生も、研究室ライ

本

になるけれど、また集まっ ないことを願うばかり で どあってついていけてなく

こんにちは。山本です。

山

フをより良くするために、

て色々とできたらなと感じ す。
ています。

てやっていける気がしませ
んでした。けど、周りの人

遠慮なく提案していってほ
しい。
（大畔裕）

ても良かった日々だったと と研究が上手くいかず疲れ あった気がします。思い返 うな気がします。ありがと

生の皆さんや田中先生にお それもボソボソと口ごもる
世話になりながらも無事に ことなくはっきりと耳 に

1
きだと私は考えている。こ

今年は例年に比べて変更

となった。表示内容は、田

須

これはＫｉｗｉに接続して

３月 日：甲南・鹿児島

17

25

べき点はどんどん主張すべ

き込めるようになって い
る。

14

10
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